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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器（４）に充填するための装置であって、
　供給される液状製品（２０）のための少なくとも１つのタンク（９）と、
　前記容器（４）に対して接離自在に設けられ、前記液状製品（２０）を前記容器（４）
に供給するための１つの充填ヘッド（７）と、
　前記タンク（９）と前記充填ヘッド（７）との間に介在され、前記充填ヘッド（７）に
前記液状製品（２０）を供給するための連結手段（１０）と、を備え、
　前記連結手段（１０）が、玉継手構造（４０）を有していることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記連結手段（１０）は、第１のパイプ（１１）と、第２のパイプ（１２）とを有して
おり、
　前記玉継手構造（４０）は、前記第１のパイプ（１１）の第１の端部（１４）と前記タ
ンク（９）との間に画成された第１の玉継手（１３）と、前記第２のパイプ（１２）の更
なる第１の端部（１６）と前記充填ヘッド（７）との間に画成された第２の玉継手（１５
）と、前記第１のパイプ（１１）の第２の端部（１８）と前記第２のパイプ（１２）の更
なる第２の端部（１９）との間に画成された第３の玉継手（１７）とを有していることを
特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１のパイプ（１１）が曲線状のパイプであり、前記第２のパイプ（１２）が直線
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状のパイプであることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記玉継手構造（４０）は、球形本体（４５）を有する第１の管状部分（７０）と、球
形キャビティ（５５）を有する第２の管状部分（８０）と、を備え、
　管状の密封要素（５６）が、前記球形本体（４５）および前記球形キャビティ（５５）
が相互に係合する領域（Ｋ）において前記第１の管状部分（７０）および前記第２の管状
部分（８０）の内側に配設されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載
の装置。
【請求項５】
　前記管状の密封要素（５６）が樹脂から製作されていることを特徴とする請求項４に記
載の装置。
【請求項６】
　前記管状の密封要素（５６）がエラストマー材から製作されていることを特徴とする請
求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の管状部分（７０）は、相互に連結された第１の管状部材（４１）と、管状の
付属体（４３）とを有しており、
　前記球形本体（４５）が前記管状の付属体（４３）に結合されていることを特徴とする
請求項４乃至６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の管状部材（４１）は、第１のねじ部（４２）を有しており、
　前記管状の付属体（４３）は、前記第１のねじ部（４２）と螺合する第２のねじ部（４
４）を有していることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記球形本体（４５）の内部に、前記管状の付属体（４３）の縁部（４７）を受容する
溝（４６）が設けられていることを特徴とする請求項７または８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２の管状部分（８０）は、相互に連結可能な第２の管状部材（４８）および取付
構造体（４９）と、前記第２の管状部材（４８）と前記取付構造体（４９）との間に介在
された中間要素（５０）と、を有していることを特徴とする請求項４乃至９のいずれかに
記載の装置。
【請求項１１】
　前記取付構造体（４９）は、前記第２の管状部材（４８）のねじ部（５２）に螺着され
るリングナット（５１）を有していることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記取付構造体（４９）および前記中間要素（５０）が前記球形キャビティ（５５）を
画成していることを特徴とする請求項１０または１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記球形キャビティ（５５）は、前記中間要素（５０）に含まれている第１の球形キャ
ビティ部分（５３）と、前記取付構造体（４９）に含まれている更なる球形キャビティ部
分（５４）とによって画成されていることを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれかに
記載の装置。
【請求項１４】
　前記管状の密封要素（５６）は、中央部分（５７）と、前記第１の管状部分（７０）の
座（５９）に受容された端部（５８）と、前記第２の管状部分（８０）の更なる座（６１
）に受容された更なる端部（６０）とを有していることを特徴とする請求項４乃至１３の
いずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記座（５９）は、前記第１の管状部材（４１）と前記管状の付属体（４３）の間に画
成されていることを特徴とする請求項７乃至９のいずれかに従属している請求項１４、あ
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るいは請求項７乃至９のいずれかに従属している請求項１０乃至１３のいずれかに記載の
装置。
【請求項１６】
　前記端部（５８）は、前記第１の管状部材（４１）の対応する更なる傾斜面（６３）と
連結された傾斜面（６２）を有していることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記端部（５８）は、前記管状の付属体（４３）の当接面（６５）と係合する環状要素
（６４）をさらに有していることを特徴とする請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記更なる座（６１）は、前記第２の管状部材（４８）と前記中間要素（５０）の間に
画成されていることを特徴とする請求項１０乃至１３のいずれかに従属している請求項１
４乃至１７のいずれかに記載の装置。
【請求項１９】
　前記更なる端部（６０）は、前記中間要素（５０）の対応する環状溝（６７）に受容さ
れる環状凸部（６６）を有していることを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記充填ヘッド（７）は、前記タンク（９）から前記液状製品（２０）を受け取るとと
もに前記容器（４）に対して前記液状製品（２０）を供給する注入チャンバ（２２）と、
チャンバ（２４）内で摺動自在な駆動要素（２３）とを有しており、
　前記チャンバ（２４）が作動流体の供給源に連結されていることを特徴とする請求項１
乃至１９のいずれかに記載の装置。
【請求項２１】
　前記チャンバ（２４）は、前記タンク（９）および前記充填ヘッド（７）を支持するカ
ルーセル（２）に設けられていることを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記チャンバ（２４）が前記カルーセル（２）に取り付けられていることを特徴とする
請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記チャンバ（２４）および前記駆動要素（２３）は、協働して、前記注入チャンバ（
２２）が前記容器（４）の口部（８）から離間する休止位置（Ａ）と、前記注入チャンバ
（２２）が前記口部（８）と係合する作動位置（Ｂ）との間で前記注入チャンバ（２２）
を移動させる流体シリンダ手段を画成していることを特徴とする請求項２０乃至２２のい
ずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　前記充填ヘッド（７）は、閉鎖要素（２８）を含む弁手段（２７）をさらに有している
ことを特徴とする請求項２０乃至２３のいずれかに記載の装置。
【請求項２５】
　前記弁手段（２７）は、前記閉鎖要素（２８）が前記注入チャンバ（２２）の注入開口
（２９）を閉じる閉鎖位置（Ｘ）と前記閉鎖要素（２８）が前記注入開口（２９）から離
間する開放位置（Ｙ）との間で前記閉鎖要素（２８）を移動させる更なる流体シリンダ手
段を有していることを特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記更なる流体シリンダ手段は、前記閉鎖要素（２８）に連結されるとともに更なるチ
ャンバ（３２）内で摺動自在な更なる駆動要素（３１）を有しており、
　前記更なるチャンバ（３２）が作動流体の供給源に連結されていることを特徴とする請
求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記更なるチャンバ（３２）が前記駆動要素（２３）に設けられていることを特徴とす
る請求項２６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器に液状製品を充填する充填装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の充填ヘッドを支持しつつ回転するカルーセル（carousel）を備えた圧力充填装置
が知られている。
【０００３】
　充填ヘッドは、温度の低い、すなわち周囲温度の液状製品を供給するようになっている
。
【０００４】
　圧力充填装置の第１のタイプは、タンクと、カルーセルに取り付けられた充填ヘッドと
、充填ヘッドに対して容器を接離させる駆動装置とを備えている。
【０００５】
　第２のタイプの圧力充填装置は、タンクと、カルーセルに取り付けられて容器を支持す
る支持装置と、カルーセルに取り付けられた本体を有する充填ヘッドと、容器に対し接離
する密封要素を有する注入管とを備えている。密封要素は、容器の首部を囲んでいる口部
に密封要素が接触して容器に液状製品が注入される作動位置と、充填された容器が支持装
置から取り除かれて次に充填される容器を支持装置上に配置するように、密封要素が口部
から離れた休止位置と、の間で移動自在となっている。
【０００６】
　上述した充填装置の欠点は、注入管がかなり複雑であり、とりわけ、密封要素を作動位
置から休止位置へとあるいはそれとは反対に動かすために作動流体が供給される空気圧式
駆動手段を設けなければならないことにある。
【０００７】
　液状製品に圧力を負荷することなく、この液状製品を容器に供給する充填装置もまた知
られている。
【０００８】
　そのような充填装置は、その温度が８５℃である熱い液状製品を供給するようになって
いる。
【０００９】
　これらの充填装置は、タンクを支持するカルーセルと、支持装置に支持されている容器
に対して接離自在な充填ヘッドとを備えている。
【００１０】
　例えば樹脂により製作されたフレキシブルパイプがタンクと充填ヘッドとの間に介在さ
れて、充填ヘッドの動きを妨げないようになっている。
【００１１】
　液状製品の温度が高いことにより、フレキシブルパイプの湾曲部分において細菌が発生
することを防止している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、低い温度、すなわち周囲温度の液状製品を供給する圧力充填装置にフレキ
シブルパイプを用いることはできない。低い温度では、フレキシブルパイプが湾曲してい
る部分において細菌が発生することを防止できないからである。
【００１３】
　本発明の目的は、知られた充填装置を改善することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、移動自在な充填ヘッドを備え、製造が簡単な充填装置を得ること
にある。
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【００１５】
　さらに本発明の目的は、加圧された液状製品を低い温度において極めて衛生的な状態で
供給する充填装置を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の態様においては、容器に充填するための装置であって、供給する液状製
品のタンクと、容器に対して接離自在に設けられ、液状製品を容器に供給するための充填
ヘッドと、タンクと充填ヘッドとの間に介在され、充填ヘッドに液状製品を供給するため
の連結手段とを備え、この連結手段が少なくとも玉形継手構造を有していることを特徴と
する容器充填装置が提供される。
【００１７】
　本発明のこの態様により、その製造が極めて簡単な充填装置を得ることができる。いく
つかの従来技術の装置のように、密封要素だけではなく、充填ヘッドの全体が移動するか
らである。充填ヘッドの密封要素を移動させるために、充填ヘッドの注入管まで作動流体
を供給する複雑な供給装置を有する空気圧式駆動手段はもはや必要ではない。
【００１８】
　また、本発明のこの態様の充填装置は極めて衛生的である。玉継手構造には、その内部
に細菌が発生し得る湾曲部分が設けられていないからである。したがって、本発明のこの
態様の充填装置は、加圧された液状製品を低い温度で供給するために用いることができる
。
【００１９】
　本発明の第２の態様においては、球形本体を有する第１の管状要素と、球形キャビティ
を有する第２の管状要素とを備え、球形本体と球形キャビティが相互に係合する領域にお
いて第１の管状要素および第２の管状要素の内側に配設された管状の密封要素をさらに備
えることを特徴とする玉継手構造が提供される。
【００２０】
　本発明のこの態様により、管状の密封要素により、球形本体と球形キャビティが相互に
係合する領域において液状製品が漏出することを防止する玉継手構造を得ることができる
。
【００２１】
　本発明のこの態様の玉継手構造は、充填装置に取り付けることができる。この充填装置
は、低い温度においても、極めて衛生的に作動することができる。細菌が発生し得る実質
的に湾曲した部分が設けられないからである。
【００２２】
　本発明は、非限定的な実施例としてのいくつかの実施形態が図示されている添付の図面
を参照することにより、より良く理解されかつ実施される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】作動状態にある充填装置の縦断面図。
【図２】更なる作動状態にある充填装置を示す図１と同様な断面図。
【図３】本発明の玉継手構造の縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１および図２を参照すると、複数の支持装置３を有する回転カルーセル（carousel）
２を備えた充填装置１が示されており、各支持装置３は、充填される容器４を支持するよ
うに構成されている。
【００２５】
　支持装置３は、カルーセル２に取り付けられ、容器４の口部８を含む首部５を部分的に
囲む曲線状の支持要素を有している。
【００２６】
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　この支持装置３は、無菌チャンバ６内に配置されている。
【００２７】
　充填装置１は、複数の充填ヘッド７をさらに備え、各充填ヘッド７は対応する支持装置
３の上方に配置されている。
【００２８】
　充填ヘッド７は無菌チャンバ６の内部において、充填ヘッド７が容器４の口部８から離
れて充填された容器を支持装置３から取り除くとともに充填される空の容器を支持装置３
上に配置することができる図１に示した休止位置Ａと、液状製品２０を容器４に注入する
ために充填ヘッド７が口部８に接触している図２に示した作動位置Ｂとの間で移動自在に
なっている。
【００２９】
　また、この充填装置１は、カルーセル２上に配置された、例えば環状のタンク９を有し
ており、各充填ヘッド７は連結手段１０によってこのタンク９に連結されている。
【００３０】
　さらに、この充填装置１は、タンク９および／または充填ヘッド７内の液状製品２０を
加圧するための、図示しない加圧手段を有している。
【００３１】
　具体的には、この充填装置は、最大５バールの圧力で液状製品を供給する定圧充填装置
とすることができる。
【００３２】
　連結手段１０により、充填ヘッド７がタンク９に対して休止位置Ａから作動位置Ｂへと
あるいはその逆に移動できるようになっている。連結手段１０は、曲線状の第１のパイプ
１１と、直線状の第２のパイプ１２と、玉継手構造４０とを有している。
【００３３】
　玉継手構造４０は、第１のパイプ１１の第１の端部１４とタンク９との間に画成された
第１の玉継手１３と、第２のパイプ１２の第１の端部１６と充填ヘッド７との間に画成さ
れた第２の玉継手１５と、第１のパイプ１１の第２の端部１８と第２のパイプ１２の更な
る第２の端部１９との間に画成された第３の玉継手１７とを有している。
【００３４】
　充填ヘッド７は、タンク９から液状製品２０を受け入れるとともに容器４に対して液状
製品２０を供給する注入チャンバ２２を含む本体２１を有している。
【００３５】
　本体２１は、カルーセル２に設けられているチャンバ２４内に受容された付属体の形態
の駆動要素２３をさらに有している。
【００３６】
　チャンバ２４は、図示されないパイプによって作動流体の供給源に連結されている。
【００３７】
　このチャンバ２４および駆動要素２３は、協働して流体シリンダを画成している。
【００３８】
　充填ヘッド７は、注入チャンバ２２に部分的に受容され、容器４に液状製品２０を充填
するときに容器４からガス状流体を取り出す取出管路２５をさらに有している。
【００３９】
　この取出管路２５は、充填ヘッド７が作動状態Ｂにあるときに口部８の内部に受容され
る取出端部２６を有している。
【００４０】
　さらに充填ヘッド７は、管状の形態の閉鎖要素２８を含む弁２７を有している。この閉
鎖要素２８は、注入チャンバ２２と取出管路２５との間に介在されている。
【００４１】
　弁２７は、閉鎖要素２８および取出管路２５の両方が取り付けられた更なる本体３０を
有している。
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【００４２】
　弁２７は、閉鎖要素２８が本体２１に当接して注入チャンバ２２の注入開口２９を閉じ
る図１に示されている閉鎖位置Ｘと、閉鎖要素２８が本体２１から離間して液状製品２０
が注入開口２９を通って流れることができる図３に示されている開放位置Ｙとの間で移動
自在になっている。
【００４３】
　更なる本体３０は、上述した駆動要素２３を構成する付属体に設けられた更なるチャン
バ３２に受容されている、付属体の形態の更なる駆動要素３１を有している。
【００４４】
　この更なるチャンバ３２は、パイプ３３によって作動流体の供給源に連結されている。
　
【００４５】
　この更なるチャンバ３２および更なる駆動要素３１は、協働して流体シリンダを画成し
ている。
【００４６】
　使用の際には、チャンバ２４に作動流体が満たされると駆動要素２３を構成している付
属体がチャンバ２４の内部で摺動するので、充填ヘッド７は、カルーセル２と本体２１と
の間に介在されている弾性要素３４の作用に抗しつつ休止位置Ａから作動位置Ｂへと移動
する。
【００４７】
　充填ヘッド７が休止位置Ａから作動位置Ｂへと移動する間、弁２７は閉鎖位置Ｘに維持
される。
【００４８】
　続いて、充填ヘッド７が作動位置Ｂにあるときに、更なるチャンバ３２に作動流体が満
たされると、更なる駆動要素３１が更なるチャンバ３２の内部で摺動するので、充填ヘッ
ド７は本体２１と更なる本体３０との間に介在されている更なる弾性要素３５の作用に抗
しつつ閉鎖位置Ｘから開放位置Ｙへと移動する。
【００４９】
　玉継手構造４０は、第１のねじ部４２を含む第１の管状部材４１と、第２のねじ部４４
を含む管状の付属体４３とを有している。第１のねじ部４２は第２のねじ部４４に螺合し
て、第１の管状部材４１が管状の付属体４３に連結されている。
【００５０】
　玉継手構造４０は、内部に管状の付属体４３の縁部４７を受容する溝４６が設けられた
球形本体４５をさらに有しており、この球形本体４５は管状の付属体４３に堅固に連結さ
れている。
【００５１】
　第１の管状部材４１、管状の付属体４３、および球形本体４５は、協働して第１の管状
部分７０を画成している。
【００５２】
　玉継手構造４０は、取付構造体４９によって相互に連結された第２の管状部材４８と中
間要素５０を備えている。
【００５３】
　取付構造体４９は、第２の管状部材４８のねじ山５２上に螺着されたリングナット５１
を有している。第２の管状部材４８、リングナット５１、および中間要素５０は、互いに
協働して第２の管状部分８０を形成している。
【００５４】
　中間要素５０は球形キャビティ部分５３を有し、リングナット５１は更なる球形キャビ
ティ部分５４を有しており、これらの球形キャビティ部分５３と更なる球形キャビティ部
分５４は協働して、球形本体４５と形態的に連結されるように構成された球形キャビティ
５５を画成している。
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【００５５】
　玉継手構造４０は、中央部分５７と、第１の管状部材４１と管状の付属体４３との間に
画成された座５９内に受容された端部５８と、第２の管状部材４８と中間要素５０との間
に画成された更なる座６１内に受容された更なる端部６０とを含む管状の密封要素５６を
さらに有している。
【００５６】
　管状の密封要素５６は、樹脂、例えばシリコーンゴムのようなエラストマー材から製作
することができる。
【００５７】
　端部５８は、第１の管状部材４１の対応する更なる傾斜面６３に連結された傾斜面６２
を有している。
【００５８】
　端部５８は、管状の付属体４３の当接面６５と係合する環状要素６４を有している。
【００５９】
　更なる端部６０は、中間要素５０の対応する環状溝６７内に受容される環状凸部６６を
有している。
【００６０】
　管状の密封要素５６は、球形本体４５と球形キャビティ５５とが相互に係合する領域Ｋ
において液状製品２０の漏出を防止している。

【図１】 【図２】
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